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1.  平成21年7月期第3四半期の業績（平成20年8月1日～平成21年4月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年7月期第3四半期 2,351 ― △262 ― △241 ― △299 ―
20年7月期第3四半期 1,458 ― △128 ― △117 ― △125 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

21年7月期第3四半期 △3.87 ―
20年7月期第3四半期 △1.62 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年7月期第3四半期 3,347 1,955 58.4 25.24
20年7月期 3,471 2,238 64.5 28.89

（参考） 自己資本   21年7月期第3四半期  1,955百万円 20年7月期  2,238百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年7月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年7月期 ― 0.00 ―
21年7月期 

（予想）
0.00 0.00

3.  平成21年7月期の業績予想（平成20年8月1日～平成21年7月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 3,100 ― △320 ― △316 ― △391 ― △5.04
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(注）詳細は、4ページ定性的情報・財務諸表等４．その他をご覧下さい。 

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項
等の変更に記載されるもの） 

(注）詳細は、4ページ定性的情報・財務諸表等４．その他をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年7月期第3四半期 77,527,498株 20年7月期  77,527,498株
② 期末自己株式数 21年7月期第3四半期  39,055株 20年7月期  38,896株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年7月期第3四半期 77,488,561株 20年7月期第3四半期 77,488,602株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実
際の業績等は、様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
2．当会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年3月14日）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指
針」（企業会計基準適用指針第14号 平成19年3月14日）を適用しております。 
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定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

   当第３四半期累計期間における我が国経済は、米国のサブプライムローン問題を起因とした世界金融市場の混乱

 による世界経済の減速化が背景となり、輸出産業を中心に雇用情勢や企業収益はさらに厳しい状況が続いておりま

 す。 

  建設業界におきましては、原油高による原材料価格の上昇等は一段落したものの長年の公共投資削減、民間設備

 投資の減速、落札価格の低価格化は引き続いており、経営環境は一層厳しい局面を迎えております。 

  このような状況の中で、当社におきましては、当事業年度は「新中期経営計画」の最終年度にあたり、安定した

 収益構造の確立、質重視の受注、民間工事受注への注力を推し進めてまいりました。具体的内容といたしまして 

 は、本業の上・下水道工事の施工におきましては、個別工事ごとの徹底した施工会議の実施により、作業効率・収

 益力の向上を図ってまいりました。また、当社が独自に開発いたしました、ＯＬＹ機材等の一層の拡販を推進する

 とともに、不動産開発部門におきましては、引き続き販売用不動産の販売を促進いたしました。 

  この結果、当第３四半期累計期間の業績につきましては、受注高35億33百万円（前年同期比77.8％増）、売上高

 23億51百万円（前年同期比61.3％増）となりました。 

  営業損益につきましては、引き続き原価低減及び経費削減に取り組みましたが、資材等の高騰分や建設工事の工

 事着工遅れによる経費負担、不動産市況悪化による販売用不動産の売却利益低下等が当第３四半期会計期間も引き

 続いており、営業損失2億62百万円となりました。 

  経常損益につきましては、販売用不動産から得る賃貸収入等により若干改善され、経常損失2億41百万円となり 

 ました。四半期純損益につきましては、未経過リース債務戻入22百万円を計上したものの、売掛債権、貸付債権の

 評価を一層厳格化し16百万円の貸倒引当金を計上したこと、また、減損損失15百万円、営業投資有価証券評価損36

 百万円等を計上したことにより、2億99百万円の四半期純損失となりました。 

  事業の種類別概要は、次のとおりであります。 

 〈建設事業〉  

  建設事業におきましては、依然として発注量の減少、落札価格の低価格化が続いておりますが、元請受注に注力

 し、受注高27億95百万円（前年同期比65.6％増）、売上高16億12百万円（前年同期比24.0％増）、完成工事総利益

 31百万円となりました。 

 〈不動産事業等〉 

  不動産事業等におきましては、ＯＬＹ機材の拡販と販売用不動産の早期売却に努め、受注高7億38百万円（前年 

 同期比147.1％増）、売上高7億38百万円（前年同期比377.3％増）、不動産事業等総利益は10百万円となりまし 

 た。 

２．財政状態に関する定性的情報 

（1）資産、負債及び純資産の状況  

    当第３四半期会計期間末の資産残高は33億47百万円となり、前事業年度末に比べ1億24百万円減少いたしまし 

  た。その主な要因は、流動資産において前事業年度末に比べ58百万円減少いたしました。これは主に営業投資有

  価証券評価損36百万円を計上し、営業投資有価証券が減少したものであります。固定資産においては、前事業年

  度末に比べ65百万円減少いたしました。これは主に、減価償却費21百万円、減損損失15百万円を計上したほか、

  投資その他の資産のその他等の減少によるものであります。 

   当第３四半期会計期間末の負債の残高は13億91百万円となり、前事業年度末に比べ1億58百万円増加いたしま 

  した。これは、減少要因といたしまして仕入債務92百万円及び流動負債のその他のうち預り金1億24百万円の減 

  少がありましたものの、増加要因といたしまして未成工事受入金3億82百万円の増加があったことによるもので 

  あります。 

   当第３四半期会計期間末の純資産残高は19億55百万円となり、前事業年度末に比べ2億83百万円減少いたしま 

  した。その主な要因は、四半期純損失2億99百万円によるものであります。 

－3－

㈱大盛工業（1844） 平成21年7月期  第3四半期決算短信（非連結）



（2）キャッシュ・フローの状況    

   当第３四半期会計期間末における「現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の四半期末残高」は前事業

  年度末に比べ5億98百万円増加し12億80百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況等につきまして 

  は、次のとおりであります。 

  ①営業活動によるキャッシュ・フロー 

   営業活動の結果得られた資金は5億47百万円となりました。これは、減少要因といたしまして税引前四半期損 

  失、仕入債務の減少等がありましたものの、増加要因といたしまして、たな卸資産の減少、未成工事受入金の増

  加等があったことによるものであります。 

  ②投資活動によるキャッシュ・フロー 

   投資活動の結果得られた資金は60百万円となりました。これは主に、貸付金の回収によるものであります。 

  ③財務活動によるキャッシュ・フロー 

   財務活動の結果使用した資金は9百万円となりました。これは長短期借入金の返済による支出によるものであ 

  ります。 

３．業績予想に関する定性的情報 

  第３四半期累計期間までの業績は概ね平成21年3月6日に公表いたしました通期の業績予想に沿った内容になって

 おり業績予想の変更はありません。 

４．その他 

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

簡便な会計処理 

①固定資産の減価償却費の算定方法 

  減価償却費の算定方法として定率法を採用している固定資産については、事業年度に係る減価償却費の額を

 期間按分して算定する方法によっております。 

②一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  当第３四半期会計期間末の貸倒実績率が前事業年度末に算定したものと著しく変化がないと認められるた 

 め、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

③たな卸資産のたな卸高の算定方法 

  当第３四半期会計期間末のたな卸高の算出につきましては、実地たな卸を省略し、前事業年度末の実地たな

 卸高を基礎として合理的な方法に基づき算定する方法によっております。 

  また、たな卸資産の簿価切り下げに関しましては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価格

 を見積り、簿価切り下げを行う方法によっております。 

（２）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期財務諸表を作成しております。 

②たな卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 たな卸資産につきましては、従来、主として個別法による原価法によっておりましたが、当事業年度より「た

な卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年7月5日）が適用されたことに伴い、主とし

て個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）により算定して

おります。なお、これによる損益に与える影響はありません。 
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年４月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 1,280,613 682,084

受取手形・完成工事未収入金等 373,339 560,241

未成工事支出金 118,741 51,981

不動産事業支出金 174,653 199,835

販売用不動産 148,268 673,498

営業投資有価証券 27,806 52,946

短期貸付金 22,109 80,109

前払費用 3,053 8,397

その他 187,018 84,496

貸倒引当金 △36,777 △36,266

流動資産合計 2,298,827 2,357,326

固定資産   

有形固定資産   

建物 913,661 923,775

減価償却累計額 △579,496 △562,615

建物（純額） 334,164 361,158

構築物 105,918 107,361

減価償却累計額 △100,007 △98,660

構築物（純額） 5,910 8,701

機械及び装置 53,466 113,466

減価償却累計額 △50,570 △107,425

機械及び装置（純額） 2,896 6,041

車両運搬具 6,661 6,661

減価償却累計額 △6,444 △6,390

車両運搬具（純額） 217 270

工具器具・備品 61,369 61,369

減価償却累計額 △58,550 △57,619

工具器具・備品（純額） 2,819 3,750

土地 404,227 408,577

有形固定資産計 750,236 788,500

無形固定資産 2,938 3,615

投資その他の資産   

長期貸付金 225,328 225,732

固定化営業債権 579,072 578,640

破産更生債権等 36,173 37,330

その他 132,767 165,581

貸倒引当金 △678,337 △685,251

投資その他の資産計 295,005 322,034

固定資産合計 1,048,180 1,114,150

資産合計 3,347,007 3,471,477
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年４月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年７月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 173,179 265,597

短期借入金 360,750 366,650

未払金 5,021 37,011

未払費用 48,012 34,407

未払法人税等 3,836 5,378

未成工事受入金 382,415 －

賞与引当金 18,872 11,379

その他 43,456 153,981

流動負債合計 1,035,543 874,405

固定負債   

長期借入金 326,963 330,863

退職給付引当金 12,511 11,298

その他 16,371 16,217

固定負債合計 355,846 358,379

負債合計 1,391,389 1,232,784

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,758,495 1,758,495

資本剰余金 752,254 752,254

利益剰余金 △501,018 △201,180

自己株式 △56,480 △56,479

株主資本合計 1,953,251 2,253,090

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,366 △14,397

評価・換算差額等合計 2,366 △14,397

純資産合計 1,955,618 2,238,692

負債純資産合計 3,347,007 3,471,477
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年４月30日) 

売上高  

完成工事高 1,612,920

不動産事業売上高 738,452

その他の事業売上高 327

売上高合計 2,351,701

売上原価  

完成工事原価 1,581,497

不動産事業売上原価 727,945

売上原価合計 2,309,442

売上総利益  

完成工事総利益 31,423

不動産事業総利益 10,507

その他の事業総利益 327

売上総利益合計 42,258

販売費及び一般管理費 304,607

営業損失（△） △262,349

営業外収益  

不動産賃貸料 25,897

その他 19,545

営業外収益合計 45,442

営業外費用  

支払利息 15,138

雑支出 9,663

営業外費用合計 24,802

経常損失（△） △241,709

特別利益  

未経過リース債務戻入 22,832

特別利益合計 22,832

特別損失  

貸倒引当金繰入額 16,920

減損損失 15,906

営業投資有価証券評価損 36,164

その他 9,537

特別損失合計 78,530

税引前四半期純損失（△） △297,408

法人税、住民税及び事業税 2,430

法人税等合計 2,430

四半期純損失（△） △299,838
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年４月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △297,408

減価償却費 21,422

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16,920

減損損失 15,906

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,212

賞与引当金の増減額（△は減少） 7,492

受取利息及び受取配当金 △3,350

支払利息 15,138

営業投資有価証券評価損 36,164

売上債権の増減額（△は増加） 184,533

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 7,374

たな卸資産の増減額（△は増加） 486,652

仕入債務の増減額（△は減少） △87,864

未成工事受入金の増減額（△は減少） 382,415

破産更生債権等の増減額（△は増加） 607

その他 △226,944

小計 560,275

利息及び配当金の受取額 3,350

利息の支払額 △11,623

法人税等の支払額 △4,477

営業活動によるキャッシュ・フロー 547,524

投資活動によるキャッシュ・フロー  

貸付けによる支出 △28,800

貸付金の回収による収入 79,750

その他 9,854

投資活動によるキャッシュ・フロー 60,804

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △6,500

長期借入金の返済による支出 △3,300

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,800

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 598,528

現金及び現金同等物の期首残高 682,084

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,280,613
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 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（要約）四半期損益計算書 

（注）記載差額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。  

科目 

前年同四半期 
（平成20年7月期 
第3四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 1,458,183 

  完成工事高 1,300,763 

  不動産事業等売上高 154,712 

  その他売上高 2,708 

Ⅱ 売上原価 1,313,415 

  完成工事原価 1,170,956 

  不動産事業等売上原価 142,458 

 売上総利益 144,768 

  完成工事総利益 129,806 

  不動産事業等総利益 12,253 

  その他総利益 2,708 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 273,631 

 営業損失（△） △128,862 

Ⅳ 営業外収益  27,288 

Ⅴ 営業外費用  16,331 

 経常損失（△） △117,905 

Ⅵ 特別利益  17,097 

Ⅶ 特別損失 22,917 

   税引前四半期純損失（△） △123,724 

 法人税、住民税及び事業税 1,425 

四半期純損失（△） △125,149 
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